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【表紙の写真】

「電気使用安全月間」にあたって

安全エレちゃんの「波及事故防止対策」

安全エレちゃんのクイズコーナー

現場の記録から　あれ！ブレーカーが動作しているのに充電中？

PCB含有電気工作物の早期処理について

好奇心いっぱい！ 小トラベル　清瀬市郷土博物館

大変役立つ電気保安と法律ミニ知識

ニュースクリップ

エレちゃん6コマ電気安全　雨水浸入

8月は電気使用安全月間です。
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真鶴貴船まつり　神奈川県
　真鶴町の貴船神社の例大祭で、毎年7月27、28日に行われます。日本三大船祭りの一
つに数えられ、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。
　1日目には貴船神社から出発した神輿が対岸へ、2日目には対岸から貴船神社へと海上渡
御が行われます。海上渡御は神輿船に加え、東西の小早船、囃子船、櫂伝馬の計7隻で
行います。中でも提灯や花飾りできらびやかに飾られ、船体を大きく揺らしながら海を渡る
小早船は貴船まつりのシンボルとなっています。2日目の渡御は夜になり、花火が打ちあが
る中を提灯をともして進む姿は幻想的です。
　陸上でも、華やかな花山車や鹿島踊りとともに神輿が町内を巡幸するなど、多くの見どこ
ろがあります。

　電気は日常の生活や経済活動に欠くことの出来ないも
のであり、クリーンで安全なエネルギーとして認識され
ていますが、取り扱いを誤ると感電事故などに至るお
それがあります。
　関東東北産業保安監督部のとりまとめによります
と、平成29年度に関東地域で発生した感電による負
傷事故（速報値）は16件でしたが、過去からの推移
を見ますと、夏季は汗をかきやすいことや水に接す
る機会が多いことなどのために、感電事故が多く発
生する傾向にあります。
　このため、経済産業省は8月を「電気使用安全月間」
と定め、1981年以来、関係団体等と協力し、電気を安
全に使用するための知識と理解を深めるための活動に
取り組んでいます。
　当協会も、この趣旨に賛同し、例年通り、電気災害
の撲滅に向けてさまざまな活動を積極的に展開すること
としております。

　一般家庭等の皆さまに向けては、各地で「電気安全
出張相談所」や「電気安全講習会」を開催し、電気
を安全にお使いいただくための情報をわかりやすくご説
明するとともに、ご質問、ご相談にお答えいたします。
また、4年に1回、ご家庭にお伺いして定期調査を行う
際に、電気を安全にムダなく使うための方法などについ
て情報提供をいたします。
　工場やビルなどで高圧受電設備の自家用電気工作物
を設置されている皆さまに向けては、「保安講習会」の
開催をご案内するとともに、検査員が法令に基づく点検
にお伺いいたしました際に、電気設備の状況についてご
報告し、必要な安全対策等についてご説明いたします。
　当協会は、電気を安全で効率的にお使いいただくた
めのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に
貢献することを経営理念の柱とし、今後とも全力を挙
げて電気保安に取り組んで参りますので、皆さまのご
理解をお願い申し上げます。

「電気使用安全月間」にあたって

一般財団法人　関東電気保安協会

専務理事　福島　章

第38回電気安全講演会開催
　当協会では、月間中、安全意識のさらなる高揚と、電気事故の未然防止に寄与するため、各地
で電気安全出張相談所や電気安全に関する講習会などを開催します。
　電気使用安全月間行事のひとつとして、第38回電気安全講演会を次のとおり開催いたします。
　多くの皆さまのご来場をお待ちしております。

講演
講師

特別講演
講演者
日時

場所
交通

「最近の電気事故等について」
経済産業省　関東東北産業保安監督部　電力安全課
講演テーマ「明日へ輝くためのピッカリエネルギー」
野球評論家　佐野　慈紀氏
平成30年8月10日(金) 午後13：00～15：55（入場無料）
 午後12：00から受付開始
きゅりあん（品川区立総合区民会館）　東京都品川区東大井5-18-1
JR京浜東北線・東急大井町線・りんかい線／大井町駅下車（徒歩約１分）

お問い合わせは関東電気保安協会広報部TEL03-6453-8888（代表）までお気軽にどうぞ。

お客さまのご来場をお待ちしております。

安全エレちゃんのQ&A 日本と外国のコンセントの違いと注意点を教えてください

21

お客さまこんにちは　東京ドイツ村
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

●波及事故とは
　お客さまの高圧受電設備などに起因する事故によ
り、電力会社の配電系統を停電させてしまい、付近
一帯が停電になる事故が「波及事故」です。１つの
配電線からは平均1,500軒に電気が供給されており、
オフィスや工場、病院、信号など広範囲にわたり停
電に巻き込む可能性があります。
　そのため社会に及ぼす影響は非常に大きく、また、
場合によっては巨額の損害賠償につながるおそれも
あります。波及事故を起こすことがないよう、万全
の備えを講じておくことが大切です。

●波及事故はなぜ起こる？
　高圧の電気設備で地絡、短絡、過負荷などの事故

電気は皆さんの生活や経済活動に不可欠な存在です。
例えば会社が急に停電になってしまったらどれほど困るか、
ご想像いただけると思います。
「波及事故」はお客さまの自家用設備の事故が原因で
お客さま構内だけでなく付近一帯が停電してしまう事故をいい、
社会的に非常に大きな影響を及ぼします。
波及事故を起こさないためにはどうすべきか、原因と対策をご紹介します。

Ⅰ 社会的影響の大きい波及事故

Ⅱ 波及事故の発生状況

速報ではわかる範囲の事故の概要などを伝えます。
さらに事故発生を知った日から起算して30日以内
に、「電気関係事故報告」（詳報）を提出しなければ
なりません。詳報には事故の原因や再発防止対策な
どについても調査検討し、記載する必要があります。
　ただし、自然現象が原因で発生した波及事故など
については、詳報の提出が不要となっています。

波及事故防止対策

図1　架空線引込み方式の場合　

図3　管内自家用電気事故件数の推移

図2　

が発生した場合、電路上の遮断装置が動作して事故
のあった区域を切り離し、影響が広がらないように
します。
　高圧受電のお客さまの場合、主遮断装置は一般的
に高圧受電設備（キュービクル）内に設置されてい
ます。事故の発生場所が主遮断装置よりも負荷側で
あれば、主遮断装置が働き、停電の範囲はお客さま
構内だけで済みます。しかし主遮断装置よりも電源
側（電力系統側）かつ責任分界点よりも負荷側のお

客さま設備で事故が起きた場合、主遮断装置では検
出できず、より上位の遮断装置、すなわち電力会社
の配電用変電所の遮断装置が動作します。その結果、
遮断された配電線につながる地域一帯が停電し、波
及事故となるのです（図1、図2）。
　また、主遮断装置より負荷側で事故が起きた場合
でも、主遮断装置が故障していたりすると波及事故
になる場合があります。

●波及事故が起きてしまったら
　事故が発生したときは、電気主任技術者と電力会
社へ至急連絡し、指示を仰いでください。
　また、電気事業法に基づき、事故の発生を知った
ときから24時間以内に可能な限り速やかに、「電気
事故速報」を管轄の産業保安監督部に連絡します。

●作業者の過失対策
　掘削工事中にショベルカーなどで地中埋設されて
いる高圧ケーブルを損傷させてしまう事故が発生し
ています。対策として、埋設箇所への標柱の設置や
ケーブル標識シートの埋設を行いましょう（図6）。
作業者はこれらの表示の確認や、図面で埋設ルート
の確認を行ってから作業を実施しましょう。

●小動物侵入対策
　受電設備のケーブル引込み口や通気口、劣化ででき

　経済産業省関東東北産業保安監督部が自家用電気
工作物の設置者から提出された電気事故報告をもと
に、2007 ～ 16年度に関東1都6県、山梨県、静岡
県の富士川以東で発生した電気事故についてまとめ
たものが図3です。報告対象となっている電気事故

のうち、7割前後を波及事故が占めていることがわ
かります。
　2016年度の総報告件数は106件で、前年度に比
べ3割程度減少しました。ただしこれは同年の電気
関係報告規則の改正で、自然現象が原因の波及事故
などは事故報告（詳報）の対象外となった影響もあ
ると考えられます。
　2016年度の波及事故68件を原因別に分類したも
のが図4です。多い順に自然劣化によるものが27件、
保守不完全によるものが15件、作業者の過失による
ものが13件、鳥獣接触によるものが6件となりまし
た。ちなみに報告規則改正前は、雷が原因の約2割
を占めていました。

●GR付PAS、GR付UGS
　波及事故防止対策として特に有効なのが、地絡継
電器付高圧気中負荷開閉器（GR付PAS）や地絡継
電器付地中線用高圧負荷開閉器（GR付UGS）です
（図5）。
　GR付PASは架空引込み方式で受電している場合
に、責任分界点付近の構内1号柱上に設置します。
構内で地絡事故が起きたとき、事故点が主遮断装置
より電源側でも事故を検出し、開閉器が遮断して波
及事故を防ぎます。
　GR付UGSは地中引込み方式で受電している場合
に、責任分界点となる高圧キャビネット内に設置し
ます。GR付PASと同様に、構内地絡事故時に開閉
器が遮断して波及事故を防ぎます。

●自然劣化対策
　電気の引込み線として用いられる高圧ケーブル
や、主遮断装置などが劣化し、波及事故となる事例
が起きています。定期的な更新をお奨めします。

　【更新の目安】
GR付PAS 15年 ／  GR付UGS 20年
高圧ケーブル 20年 ／  主遮断装置 20年
高圧交流負荷開閉器（LBS） 20年
※無停電年次点検を適用している設備は更新目安が異な
る場合があります。

た穴などからネズミ、小鳥、ヘビなどが侵入し、主遮
断器の電源側に接触してしまい波及事故となる事例が
あります。パンチングメタルやシール材で侵入経路を
ふさぎましょう。
●雷害対策
　構内1号柱上のGR付PASに雷が侵入し、絶縁破
壊して波及事故となることがあります（写真1）。新
設する場合は避雷器内蔵のGR付PASを設置しまし
ょう。避雷器を増設する場合は、開閉器の負荷側直
近に取り付けましょう。

構内1号柱
⬇

主遮断装置の負荷側主遮断装置の電源側

お客さまの設備電力会社の設備

責任分界点

電力会社柱
⬇

引込開閉器※

※設置されていない場合もある

ケーブル
キュービクル

↑主遮断装置

配電用変電所の遮断装置

お
客
さ
ま
施
設
が
停
電

付
近
一
帯
の
施
設
・
住
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が
停
電

OFF

事故
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工場・病院・銀行・ビル・住宅など
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出典：2016年度関東東北産業保安監督部管内自家用電気工作物の電気事故について

1 発電所における事故を含む
2 1事故でも複数の事故分類にカウントする場合がある
3 感電・アーク等による死傷事故には電気工作物の破損等による死傷事故も含む

主要電気工作物の破損等 感電・アーク等による死傷波及事故 電気火災
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●波及事故とは
　お客さまの高圧受電設備などに起因する事故によ
り、電力会社の配電系統を停電させてしまい、付近
一帯が停電になる事故が「波及事故」です。１つの
配電線からは平均1,500軒に電気が供給されており、
オフィスや工場、病院、信号など広範囲にわたり停
電に巻き込む可能性があります。
　そのため社会に及ぼす影響は非常に大きく、また、
場合によっては巨額の損害賠償につながるおそれも
あります。波及事故を起こすことがないよう、万全
の備えを講じておくことが大切です。

●波及事故はなぜ起こる？
　高圧の電気設備で地絡、短絡、過負荷などの事故

Ⅲ 波及事故を防止するには

速報ではわかる範囲の事故の概要などを伝えます。
さらに事故発生を知った日から起算して30日以内
に、「電気関係事故報告」（詳報）を提出しなければ
なりません。詳報には事故の原因や再発防止対策な
どについても調査検討し、記載する必要があります。
　ただし、自然現象が原因で発生した波及事故など
については、詳報の提出が不要となっています。

安 全 エ レ ち ゃ ん の クイズコーナークイズコーナー
電気と保安 
2018年7・8月号
問　題

ヒント（4～7ページ）

ホームページの応募フォームまたはハガキに
①クイズの答え   ②郵便番号・住所・氏名

  
③勤務先名・勤務先住所
④本誌や当協会に対するご意見・ご感想
をご記入のうえ右記あてにお送りください。

応募方法

ハガキの場合は、〒108-0023  東京都港区芝浦4-13-23 MS芝浦ビル7階 
関東電気保安協会 広報部、までお送りください。

ぜひホームページの応募フォームから
お申込みください！

［応募フォームのアドレス］ 

QRコードはこちら➡ 

https://www.kdh.or.jp/safe/es.html

平成30年9月15日必着

応 募 先

締切期日

発 表

4

応募総数…2,443件

でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

3・4月号正解

　いかがでしたか。万一波及事故を起こしてしまう
と、発生する損害は計り知れません。対策機器の設
置や定期的な機器更新など、「予防保全」を行うこ

とが安全性、経済性の面からも最適です。波及事故
対策でお悩みの際は、担当検査員か最寄りの当協会
事業所にお問い合わせください。

波及事故防止対策

平成30年11・12月号に正解を発表いたします。正解者の中から抽選で
100人の方にオリジナル図書カード（500円分）を贈呈いたします。なお、
当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

架空引込み方式で受電している場合、波及事故防止対策とし
て特に有効なGR付PASは責任分界点付近の構内○号柱上
に設置します。
○に入る数字をお答えください。

が発生した場合、電路上の遮断装置が動作して事故
のあった区域を切り離し、影響が広がらないように
します。
　高圧受電のお客さまの場合、主遮断装置は一般的
に高圧受電設備（キュービクル）内に設置されてい
ます。事故の発生場所が主遮断装置よりも負荷側で
あれば、主遮断装置が働き、停電の範囲はお客さま
構内だけで済みます。しかし主遮断装置よりも電源
側（電力系統側）かつ責任分界点よりも負荷側のお

客さま設備で事故が起きた場合、主遮断装置では検
出できず、より上位の遮断装置、すなわち電力会社
の配電用変電所の遮断装置が動作します。その結果、
遮断された配電線につながる地域一帯が停電し、波
及事故となるのです（図1、図2）。
　また、主遮断装置より負荷側で事故が起きた場合
でも、主遮断装置が故障していたりすると波及事故
になる場合があります。

●波及事故が起きてしまったら
　事故が発生したときは、電気主任技術者と電力会
社へ至急連絡し、指示を仰いでください。
　また、電気事業法に基づき、事故の発生を知った
ときから24時間以内に可能な限り速やかに、「電気
事故速報」を管轄の産業保安監督部に連絡します。

●作業者の過失対策
　掘削工事中にショベルカーなどで地中埋設されて
いる高圧ケーブルを損傷させてしまう事故が発生し
ています。対策として、埋設箇所への標柱の設置や
ケーブル標識シートの埋設を行いましょう（図6）。
作業者はこれらの表示の確認や、図面で埋設ルート
の確認を行ってから作業を実施しましょう。

●小動物侵入対策
　受電設備のケーブル引込み口や通気口、劣化ででき

　経済産業省関東東北産業保安監督部が自家用電気
工作物の設置者から提出された電気事故報告をもと
に、2007 ～ 16年度に関東1都6県、山梨県、静岡
県の富士川以東で発生した電気事故についてまとめ
たものが図3です。報告対象となっている電気事故

のうち、7割前後を波及事故が占めていることがわ
かります。
　2016年度の総報告件数は106件で、前年度に比
べ3割程度減少しました。ただしこれは同年の電気
関係報告規則の改正で、自然現象が原因の波及事故
などは事故報告（詳報）の対象外となった影響もあ
ると考えられます。
　2016年度の波及事故68件を原因別に分類したも
のが図4です。多い順に自然劣化によるものが27件、
保守不完全によるものが15件、作業者の過失による
ものが13件、鳥獣接触によるものが6件となりまし
た。ちなみに報告規則改正前は、雷が原因の約2割
を占めていました。

●GR付PAS、GR付UGS
　波及事故防止対策として特に有効なのが、地絡継
電器付高圧気中負荷開閉器（GR付PAS）や地絡継
電器付地中線用高圧負荷開閉器（GR付UGS）です
（図5）。
　GR付PASは架空引込み方式で受電している場合
に、責任分界点付近の構内1号柱上に設置します。
構内で地絡事故が起きたとき、事故点が主遮断装置
より電源側でも事故を検出し、開閉器が遮断して波
及事故を防ぎます。
　GR付UGSは地中引込み方式で受電している場合
に、責任分界点となる高圧キャビネット内に設置し
ます。GR付PASと同様に、構内地絡事故時に開閉
器が遮断して波及事故を防ぎます。

●自然劣化対策
　電気の引込み線として用いられる高圧ケーブル
や、主遮断装置などが劣化し、波及事故となる事例
が起きています。定期的な更新をお奨めします。

　【更新の目安】
GR付PAS 15年 ／  GR付UGS 20年
高圧ケーブル 20年 ／  主遮断装置 20年
高圧交流負荷開閉器（LBS） 20年
※無停電年次点検を適用している設備は更新目安が異な
る場合があります。

た穴などからネズミ、小鳥、ヘビなどが侵入し、主遮
断器の電源側に接触してしまい波及事故となる事例が
あります。パンチングメタルやシール材で侵入経路を
ふさぎましょう。
●雷害対策
　構内1号柱上のGR付PASに雷が侵入し、絶縁破
壊して波及事故となることがあります（写真1）。新
設する場合は避雷器内蔵のGR付PASを設置しまし
ょう。避雷器を増設する場合は、開閉器の負荷側直
近に取り付けましょう。

◎ご記入いただいたお客さまの情報は当選者へ図書カード送付の目的、および、寄せられたご
意見に対する回答の目的のみに使用し、他の目的には一切使用いたしません。

図6　ケーブル埋設表示の方法図5　引込みの方法

写真1

架空引込みの場合

地中引込みの場合

出典：2016年度関東東北産業保安監督部管内自家用電気工作物の電気事故について

※2016年の電気関係報告規則改正により、
　自然現象（雷等）が原因の事例は事故報告
　（詳報）対象外

図4　波及事故の原因分類

自然劣化

40％

保守不完全

22％

作業者の過失

19％

鳥獣接触 8％

その他 6％
火災 5％

コンクリート
ヒューム管

ケーブル
標識シート
ケーブル
標識シート

ケーブル

設置前

設置後

GR付PAS

GR付UGS
設置前

設置後
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多摩事業本部　野島　智文

の 記 録 から現場
あれ！
ブレーカーが動作しているのに充電中？

　ブレーカー（配線用遮断器）
は異常な過電流などが発生した
ときに電気を遮断し、事故の拡
大を防ぐ重要な装置です。正し
く設置されていればブレーカー
が動作したとき、負荷側回路は
停電状態になり、充電中（電気
が通っている状態）にはならな
いはずです。

　しかし時には思いもよらない
ことが原因で、ありえない状態
になっている場合があります。
「こうなっているはずだ」との思
い込みで対処すれば、逆にトラ
ブルを大きくしてしまいかねま
せん。今回は万が一に備えた丁
寧な確認作業により、大きなト
ラブルを回避できた事例を紹介
します。

◆　　◆　　◆
　ある日、ビジネスホテルでの
年次点検・細密試験を実施して

いた時のことでした。屋上のキ
ュービクルでの送電作業も終了
して、お客さま構内の低圧設備
を点検するため、2階の分電盤
(2L-2)で外観点検をしていたと
ころ、コンセント回路で漏電ブ
レーカー (2P 100V)が動作して
いるのを発見しました。よく見
てみると漏電表示は出ていなか
ったのですが、念のため絶縁抵
抗値を測定してから漏電ブレー
カーを投入しようとしたところ、
絶縁抵抗計（メガー）からブザ
ー音が鳴りました。もしかした
ら充電中、まさか？　漏電ブレ
ーカーは切れているのに充電さ
れているはずがないとは思いま
したが、動作した漏電ブレーカ
ーの負荷側の電圧を測定すると

100Vの充電中でした。
◆　　◆　　◆

　通常の状態では、このような
ことはありえません。分電盤
2L-2の中を確認しましたが、特
におかしなところは見つかりま
せんでした。
　お客さまからの点検前問診で
は「異常はありません」との返
答でしたが、何か変わったこと
がなかったか再度伺ったところ、
2階の別の分電盤(2L-1)でコンセ
ント回路を増設したのを思い出
した、とのことでした。その場
所を確認し、分電盤2L-1の増設
したコンセントのブレーカーを
切ると、分電盤2L-2で動作して
いた漏電ブレーカーの負荷側の
電圧もなくなりました。

　この2つの盤のちょうど間に位
置する部屋のコンセントを増設
したのですが、工事業者が誤っ
て系統の違う両方の盤から配線
工事をしていました。2L-1から
だけ配線されていなければいけ
ないところ、2L-2にも接続して
しまったため、コンセントが短
絡状態になっていたのです（図
1、2）。そのため、2L-2の漏電
ブレーカーが短絡動作し、にも
かかわらずその負荷側が充電状
態のままになっていたのでした。

◆　　◆　　◆
　その後、お客さまのご了解を

いただいてコンセントを片方か
らの配線にするよう手直し工事
を実施し、ブレーカーを投入す
ることができました。このよう
な誤配線は稀なケースですが、
今回は年次点検中の外観点検が
きっかけとなり、不適合箇所を
発見することができました。充
電されていないと思い込み、絶
縁抵抗を測定せず安易にブレー
カーを投入して設備を損傷させ
たり、絶縁不良と勘違いして改
修依頼を要請したりすると、お
客さまに多大なご迷惑をお掛け
してしまうところでした。

　この一件
から、電気
にかかわる
工事がある
場合には誤
配線・誤結
線などのミ
スがないよう、設備を良く知る
電気主任技術者の確認が大切と
改めて感じました。お客さまに
おかれましては、電気設備の工
事・改修の際には当協会の担当
検査員にご相談や立会い要請を
していただけますよう、よろし
くお願いいたします。

図1 図2

ON

漏電遮断器
■■■■■
■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

■■■■■■■■■
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■■
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■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■

■■■■■■■

■■■■■■■■■
■■■■■■■
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漏電遮断器
■■■■■
■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

■■■■■■■■■
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■■■■■■■■■
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■■■■■■■■■
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増設したコンセント

本来不要な配線

漏電ブレーカー

客室

増設したコンセント増設したコンセント

2L-1

2L-1分電盤

2L-2分電盤

漏電ブレーカー
2L-2
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自然と共生するテーマパーク

　千葉県袖ケ浦市の丘陵地帯に広
がる東京ドイツ村。2001年3月に
オープンし、17年経った今では千
葉県を代表するテーマパークとして
すっかり定着しました。来園者数
は当初年間30万人ほどでしたが、
直近では5年連続で100万人を超
える人気ぶりです。

　そもそもなぜ「ドイツ」村なの
でしょうか。ドイツ語に「ビオトー
プ」という言葉があります。日本
語に訳すと「生物が生息する場所」。
この言葉を具現化した自然と共生
するテーマパークを通して、この精
神性を伝えたい。オーナーのその

ような想いから東京ドイツ村は誕生
しました。実際、東京ドームの約
19倍の広さの園内は緑にあふれ、
せせらぎの音に耳を傾けていると、
まるでドイツの田舎にいるような気
分になります。

来園者を魅了するイベント

　来園者数が順調に伸びているの
は、東京ドイツ村が新しいことに
次 と々チャレンジしているから。そ
の代表例がイルミネーションです。
　2005年からスタートした東京ドイ
ツ村のイルミネーションは、毎年11
月から翌年4月まで開催されていま
す。イルミネーションがこれだけ長
期間にわたって開催されるのは、
スタート時にはまだ珍しいことでし
た。スケールは年々拡大し、昨年
のLEDと電球の数は350万個にも
達しています。「関東三大イルミネ
ーション」と「日本夜景遺産」に
も認定され、毎年多くの来園者を
魅了しています。
　夜の主役がイルミネーションなら、
日中の主役は季節の花々かもしれ
ません。春は芝桜と菜の花、夏は
ひまわり、秋はバラ、冬はパンジ
ーなど、東京ドイツ村の園内には
一年中多種多様な花が咲いており、
特に5～7月は11種類の花が咲き誇

るプレミアムシーズンです。3年前
からは「恋するコキア」キャンペー
ンを展開しており、夏は鮮やかな
緑色ですが、秋の訪れとともにピン
クに染まるコキアが東京ドイツ村の
新しい目玉になりつつあります。
　まだ詳細は秘密ですが、今年
の夏に新企画もスタートすると
のこと。毎回面白い仕掛けで私
たちを楽しませてくれる東京ド
イツ村の次なる一手に、今から
期待が高まります。

さまざまな楽しみ方

　東京ドイツ村にはパターゴルフ、
釣り堀、ボルダリング、氷を使用
しないスケートリンクなど、さまざ
まなアトラクションがあります。「木
のぼり塾　～ジージの森～」はジ
ージ（お爺さん）の少年時代の遊
び場を再現したスペースで、お孫さ
んと一緒に遊ぶというのがコンセプ
ト。このジージの森をはじめ、東
京ドイツ村には三世代が一緒に楽

しめる場所がたくさん
あることも大きな魅力
です。車に乗ったまま
入園して各所で駐車で
きるため、他のアトラク
ションへの移動も楽々。
公共交通機関で訪れる
場合は、園内を走る循
環バスを利用すると良

いでしょう。
　東京ドイツ村の楽しみは他にもあ
ります。ドイツといえばやはりビール。
3種類の生ビールを飲み比べできる
ビアガーデンや、その他女性好み
のグレープフルーツビールなど、他
では味わえないものも含まれていま
す。園内にはバーベキューができ
るスペースがあるので、おいしいド
イツビールと一緒に堪能してみては
いかがでしょうか。なお、調理器
具や食材は現地調達できるため、
手ぶらで来園して大丈夫です。

地域活性化に大きく貢献

　東京ドイツ村は地元住民にと
っても憩いの場になっています。
年間パスポートを購入して、1周
約3kmのコースをランニングす
る地元住民の姿がたくさん見受
けられます。
　また、東京ドイツ村の近隣には
いちご狩りや潮干狩りができるスポ
ットがあります。袖ケ浦市は海に

面しているため、少し足を伸ばせ
ば新鮮な海産物を味わうこともでき
ます。実際、来園したお客さまが
近隣の観光スポットに訪れることも
多く、東京ドイツ村は地域活性化
に大きく貢献しているといえるでし
ょう。

関東電気保安協会の役割

　イルミネーションをはじめ、園内
各所で電気を使用することから、
電気の安全には細心の注意を払う
必要があります。東京ドイツ村の
山野広太さん、武田侑子さんには
「関東電気保安協会さんによく助け
てもらっています」との言葉をいた
だきました。
　「保安協会さんの担当者の方は、
東京ドイツ村の従業員じゃないかと
いうくらい馴染まれていますよ。そ
れだけの関係性ができているので、
ちょっとした不具合でもスタッフた
ちは相談しやすいみたいですね」
　さらに続けて、
　「お客さまとの出会いは一期一会
です。常に100％のものをお見せす
るために、これからも関東電気保
安協会さんと連携しながら、電気
の安全には万全を期していきたい
です」
　当協会に対する厚い信頼に応え
られるように、より一層業務に励ん
でまいります。

緑と各世代が楽しめるアトラクションに満ちた東京ドイツ村

東京ドイツ村の入り口。自動車での入園も可能だ 来園者を魅了するイルミネーション

山野広太さん（左）、武田侑子さん（右）

ビールやバーベキューなども気軽に楽しむことができる

夏から秋へと鮮やかに
色を変えるコキア（上：8
月頃、下：10月頃）

こ ん に ち はまさ客お

東京ドイツ村
〒299-0204　千葉県袖ケ浦市永吉419

TEL：0438-60-5511
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特　集 2

PCB含有電気工作物の
早期処理について

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

小福田　大輔

1 PCB（ポリ塩化ビフェニル）とは

　ポリ塩化ビフェニル（以下
「PCB」という）は、化学的に
安定している、熱により分解し
にくい、絶縁性が良い、沸点が
高い、不燃性であるなどの性質
をもち、変圧器・コンデンサー
の絶縁油等、様々な用途で使用
されてきた（図1）。
　しかし、昭和43年にカネミ油
症事件が発生するなどその有害
性が社会問題化し、昭和47年以
降PCBの新たな製造は無くな
り、その後、昭和49年に施行さ
れた「化学物質の審査及び製造
等の規制に関する法律」によ
り、PCBの製造、輸入等が原則
禁止となった。

2 PCB廃棄物問題の
　 経緯

　このような状況において、
PCBによる環境汚染を防止し、
将来にわたって国民の健康を保
護し、生活環境の保全を図るた
め、平成13年7月に「ポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の適正な処理の
推進に関する特別措置法」（以
下「PCB特別措置法」という）
が制定された。
　その後、環境省は、中間貯
蔵・環境安全事業株式会社（以
下「JESCO」という）を活用し
て高濃度PCB廃棄物の処理施設
の整備に着手し、処理施設が立
地する地元地方公共団体等の協
力や地域住民の理解を得て、北
九州事業（平成16年）を皮切り

に、豊田事業（平成17年）、東
京事業（平成17年）、大阪事業
（平成18年）、北海道事業（平
成20年）において、高濃度PCB
廃棄物のうち変圧器・コンデン
サーの処理を順次開始してき
た。
　ところが、当初予定していた
処理期限（平成28年7月）までの
処理が困難になったことから、
平成26年、期限の再延長をしな
いことを条件に処理期限を延長
した（図2）。

3 PCB特措法の改正

　このような経緯の下、立地自
治体と約束した期限（計画的処
理完了期限）までに高濃度PCB
廃棄物の処分を確実に完了する

ため、平成28年にPCB廃棄物処
理基本計画を閣議決定し、地元
との約束期限を明記するととも
に、PCB特別措置法を改正し、
計画的処理完了期限の1年前まで
の期間を新たに処分期間として
設定し、この処分期間内に高濃
度PCB廃棄物を自ら処分または
処分委託することが保管事業者
に義務付けられた。
　また、都道府県・政令市によ
る権限の強化を行い、保管事業

者等又は高濃度PCB廃棄物であ
ることの疑いのある物を保管す
る事業者その他の関係者に対し
て、報告徴収・立入検査ができ
ることとなった。また、使用中
の高濃度PCB使用製品（電気事
業法に規定する電気工作物を除
く）を、処分期間を超えて使用
している場合は、高濃度PCB廃
棄物と見なし、同等の規制がか
かることとなった。さらに、処
分期間を超えて高濃度PCB廃棄

物又は高濃度PCB使用製品を保
管している者に対しては改善命
令を発出し、命令に従わなかっ
た場合には行政による代執行が
できることとなった。
　一方、電気事業法に規定する
電気工作物に該当する高濃度
PCB使用製品は、PCB特別措置
法の規定は適用されず、電気事
業法に定めるところによるもの
とされている。電気事業法関係
省令等の改正により、高濃度

PCB含有電気工作物であって
も、処分期間内の廃止が義務づ
けられ、特例処分期限日（計画
的処理完了期限と同日）までに
廃棄されなければ、これを高濃
度PCB廃棄物と見なして、PCB
特別措置法等に基づく措置が講
じられることになった。さら
に、全ての事業用電気工作物に
ついて、高濃度PCB含有電気工
作物の有無の確認が電気主任技
術者に義務づけられた。

4 高濃度PCB廃棄物等の
　 期限内処理に係る
　 取り組み

　本年３月末に処分期間の末日
を迎えたJESCO北九州事業対象
区域においては、各県市におい
て、未処分の高濃度PCB廃棄物
等の把握を行う掘り起こし調査
を、自家用電気工作物設置者に
対して実施し、本年１月末まで
に高濃度PCB含有変圧器・コン
デンサーの掘り起こし調査が完
了した。
　今年度は各県市において、処
分の契約手続等が困難な事業者

に対して改善命令・代執行等の
行政処分を含めた措置を講じ、
計画的処理完了期限までに未処
分の高濃度PCB含有変圧器・コ
ンデンサーの処分が完了するよ
う取り組みを進めている。他の
事業区域においても、都道府県
市による掘り起こし調査などが
進められている。

5 低濃度PCB廃棄物

　低濃度PCB廃棄物については、
平成39年3月末までに、その
PCB廃棄物を自ら処分し、又は
他人に委託しなければならない
とされている。また、届出義務、
処分期間内に自ら処分又は処分
を委託しなかった場合に改善命
令の対象になること等が規定さ
れている。
　低濃度PCB廃棄物は、「廃棄
物の処理及び清掃に関する法
律」に規定する特別管理産業廃
棄物処分業の許可を受けてPCB
を処分する事業者（5社：表1）
又はPCBの処理について環境大
臣の認定を受けている無害化処
理認定業者（35社：表2）に対し

て処分委託をすることができる。

6 おわりに

　現在、高濃度PCB廃棄物の処
理を行っているJESCOの各処理
施設の計画的処理完了期限は、
再延長をしないものとして環境
大臣が施設の立地自治体と約束
したものであり、国として必ず
守らなければならないものであ
る。
　平成28年のPCB特別措置法及
び電気事業法関係法令の改正に
より、期限内処分を確実に達成
するための制度的な手当てがな
されたところであるが、引き続
き、都道府県市、関係省庁とと
もに、掘り起こし調査の支援な
ど、足元の取り組みを確実に進
めていき、PCB廃棄物の一日も
早い処理完了に向けて取り組ん
でいくこととしたい。また、掘
り起こし調査にあたっては各事
業場の電気主任技術者の協力が
欠かせないものであり、高濃度
PCB含有電気工作物の有無の確
認を確実に実施していただくこ
とをお願いしたい。

図1　PCB使用の製品例

図2　高濃度PCB廃棄物の処分期間

安定器及び汚染物質等*

北海道（室蘭）・東京
事業エリア
平成35年
3月31日まで

安定器及び汚染物質等*

北九州・大阪・豊田
事業エリア
平成33年
3月31日まで

変圧器・コンデンサー

北海道（室蘭）事業エリア
平成34年3月31日まで

変圧器・コンデンサー

東京事業エリア
平成34年3月31日まで

変圧器・コンデンサー

豊田事業エリア
平成34年3月31日まで

変圧器・コンデンサー

大阪事業エリア
平成33年3月31日まで

変圧器・コンデンサー

北九州事業エリア
平成30年3月31日まで
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容器（鉄板）
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（　　　）絶縁油として
内部に使用
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※コンデンサーでは
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　染み込んでいる。

容器
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プロテクター
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充填剤

プレスボード
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内部に充填

*小型電気機器の一部を除く。

出典：環境省パンフレットより抜粋
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1 PCB（ポリ塩化ビフェニル）とは

　ポリ塩化ビフェニル（以下
「PCB」という）は、化学的に
安定している、熱により分解し
にくい、絶縁性が良い、沸点が
高い、不燃性であるなどの性質
をもち、変圧器・コンデンサー
の絶縁油等、様々な用途で使用
されてきた（図1）。
　しかし、昭和43年にカネミ油
症事件が発生するなどその有害
性が社会問題化し、昭和47年以
降PCBの新たな製造は無くな
り、その後、昭和49年に施行さ
れた「化学物質の審査及び製造
等の規制に関する法律」によ
り、PCBの製造、輸入等が原則
禁止となった。

2 PCB廃棄物問題の
　 経緯

　このような状況において、
PCBによる環境汚染を防止し、
将来にわたって国民の健康を保
護し、生活環境の保全を図るた
め、平成13年7月に「ポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の適正な処理の
推進に関する特別措置法」（以
下「PCB特別措置法」という）
が制定された。
　その後、環境省は、中間貯
蔵・環境安全事業株式会社（以
下「JESCO」という）を活用し
て高濃度PCB廃棄物の処理施設
の整備に着手し、処理施設が立
地する地元地方公共団体等の協
力や地域住民の理解を得て、北
九州事業（平成16年）を皮切り

に、豊田事業（平成17年）、東
京事業（平成17年）、大阪事業
（平成18年）、北海道事業（平
成20年）において、高濃度PCB
廃棄物のうち変圧器・コンデン
サーの処理を順次開始してき
た。
　ところが、当初予定していた
処理期限（平成28年7月）までの
処理が困難になったことから、
平成26年、期限の再延長をしな
いことを条件に処理期限を延長
した（図2）。

3 PCB特措法の改正

　このような経緯の下、立地自
治体と約束した期限（計画的処
理完了期限）までに高濃度PCB
廃棄物の処分を確実に完了する

ため、平成28年にPCB廃棄物処
理基本計画を閣議決定し、地元
との約束期限を明記するととも
に、PCB特別措置法を改正し、
計画的処理完了期限の1年前まで
の期間を新たに処分期間として
設定し、この処分期間内に高濃
度PCB廃棄物を自ら処分または
処分委託することが保管事業者
に義務付けられた。
　また、都道府県・政令市によ
る権限の強化を行い、保管事業

者等又は高濃度PCB廃棄物であ
ることの疑いのある物を保管す
る事業者その他の関係者に対し
て、報告徴収・立入検査ができ
ることとなった。また、使用中
の高濃度PCB使用製品（電気事
業法に規定する電気工作物を除
く）を、処分期間を超えて使用
している場合は、高濃度PCB廃
棄物と見なし、同等の規制がか
かることとなった。さらに、処
分期間を超えて高濃度PCB廃棄

物又は高濃度PCB使用製品を保
管している者に対しては改善命
令を発出し、命令に従わなかっ
た場合には行政による代執行が
できることとなった。
　一方、電気事業法に規定する
電気工作物に該当する高濃度
PCB使用製品は、PCB特別措置
法の規定は適用されず、電気事
業法に定めるところによるもの
とされている。電気事業法関係
省令等の改正により、高濃度

PCB含有電気工作物であって
も、処分期間内の廃止が義務づ
けられ、特例処分期限日（計画
的処理完了期限と同日）までに
廃棄されなければ、これを高濃
度PCB廃棄物と見なして、PCB
特別措置法等に基づく措置が講
じられることになった。さら
に、全ての事業用電気工作物に
ついて、高濃度PCB含有電気工
作物の有無の確認が電気主任技
術者に義務づけられた。

4 高濃度PCB廃棄物等の
　 期限内処理に係る
　 取り組み

　本年３月末に処分期間の末日
を迎えたJESCO北九州事業対象
区域においては、各県市におい
て、未処分の高濃度PCB廃棄物
等の把握を行う掘り起こし調査
を、自家用電気工作物設置者に
対して実施し、本年１月末まで
に高濃度PCB含有変圧器・コン
デンサーの掘り起こし調査が完
了した。
　今年度は各県市において、処
分の契約手続等が困難な事業者

に対して改善命令・代執行等の
行政処分を含めた措置を講じ、
計画的処理完了期限までに未処
分の高濃度PCB含有変圧器・コ
ンデンサーの処分が完了するよ
う取り組みを進めている。他の
事業区域においても、都道府県
市による掘り起こし調査などが
進められている。

5 低濃度PCB廃棄物

　低濃度PCB廃棄物については、
平成39年3月末までに、その
PCB廃棄物を自ら処分し、又は
他人に委託しなければならない
とされている。また、届出義務、
処分期間内に自ら処分又は処分
を委託しなかった場合に改善命
令の対象になること等が規定さ
れている。
　低濃度PCB廃棄物は、「廃棄
物の処理及び清掃に関する法
律」に規定する特別管理産業廃
棄物処分業の許可を受けてPCB
を処分する事業者（5社：表1）
又はPCBの処理について環境大
臣の認定を受けている無害化処
理認定業者（35社：表2）に対し

て処分委託をすることができる。

6 おわりに

　現在、高濃度PCB廃棄物の処
理を行っているJESCOの各処理
施設の計画的処理完了期限は、
再延長をしないものとして環境
大臣が施設の立地自治体と約束
したものであり、国として必ず
守らなければならないものであ
る。
　平成28年のPCB特別措置法及
び電気事業法関係法令の改正に
より、期限内処分を確実に達成
するための制度的な手当てがな
されたところであるが、引き続
き、都道府県市、関係省庁とと
もに、掘り起こし調査の支援な
ど、足元の取り組みを確実に進
めていき、PCB廃棄物の一日も
早い処理完了に向けて取り組ん
でいくこととしたい。また、掘
り起こし調査にあたっては各事
業場の電気主任技術者の協力が
欠かせないものであり、高濃度
PCB含有電気工作物の有無の確
認を確実に実施していただくこ
とをお願いしたい。

特　集 2 PCB含有電気工作物の
早期処理について

表1　廃棄物処理法に基づき、微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等の処分業に係る都道府県知事等の許可を受けた者

事業者名
エコシステム山陽株式会社
水島エコワークス株式会社
東京パワーテクノロジー株式会社
三重中央開発株式会社
日本海環境サービス株式会社

設置場所
岡山県久米郡美咲町
岡山県倉敷市
神奈川県川崎市
三重県伊賀市
富山県富山市

表2　廃棄物処理法第15条の4の4の第1項に基づき環境大臣の無害化処理認定を受けた者

事業者名
一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター
光和精鉱株式会社
株式会社クレハ環境
東京臨海リサイクルパワー株式会社
エコシステム秋田株式会社
神戸環境クリエート株式会社
株式会社富山環境整備
株式会社富士クリーン
株式会社ジオレ・ジャパン（旧：関電ジオレ株式会社）
三光株式会社
杉田建材株式会社
ＪＦＥ環境株式会社
群桐エコロ株式会社（旧：株式会社エコロジスタ）
環境開発株式会社
オオノ開發株式会社
ＪＸ金属苫小牧ケミカル株式会社
株式会社かんでんエンジニアリング
株式会社ＧＥ
ユナイテッド計画株式会社
エコシステム小坂株式会社
中部環境ソリューション合同会社
中部環境ソリューション合同会社
株式会社神鋼環境ソリューション
北電テクノサービス株式会社
ゼロ・ジャパン株式会社
三池製錬株式会社
中国電機製造株式会社
日本シーガテック株式会社
赤城鉱油株式会社
東芝環境ソリューション株式会社
株式会社太洋サービス
株式会社電力テクノシステムズ
北海道電力株式会社
九電産業株式会社
東京鐵鋼株式会社
エコシステム千葉株式会社

設置場所
愛媛県新居浜市
福岡県北九州市
福島県いわき市
東京都江東区
秋田県大館市
兵庫県神戸市
富山県富山市
香川県綾歌郡
兵庫県尼崎市
鳥取県境港市
千葉県市原市
神奈川県横浜市
群馬県太田市
石川県金沢市
愛媛県東温市
北海道苫小牧市
滋賀県大津市　ほか
大阪府堺市
秋田県秋田市
秋田県鹿角郡
愛知県知多郡　静岡県静岡市
愛知県弥富市
兵庫県神戸市
富山県射水市　ほか
香川県香川郡
福岡県大牟田市
岡山県倉敷市
京都府福知山市
群馬県みどり市
神奈川県川崎市　ほか
静岡県浜松市
千葉県我孫子市　ほか
北海道苫小牧市
福岡県福岡市　ほか
青森県八戸市
千葉県袖ケ浦市
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第145 回

東京都◎清瀬市清瀬市郷土博物館
武蔵野台地の東北端付近に位置し、水と緑の自然環境に恵まれた清瀬市。
そんな地域の魅力を歴史と民俗で伝える
「清瀬市郷土博物館」があると聞き、さっそく訪れてみた。

　「清瀬市郷土博物館」は清瀬市民文化センターを
併設した新しい形の博物館として1985年（昭和60
年）11月にオープン。以来、さまざまな展示やイベ
ントを通じ、市民の交流や地域文化の振興の拠点と
しての役割を果たしている。
　館内は歴史や伝統芸能、文化財などの情報を提供
するインフォメーションセンターのほか、「歴史展
示室」「民俗展示室」が設けられており、2年前から「新
編　清瀬風土記展」をテーマとした展示が行われて
いる。
　展示は現代から過去へ向け、時代別に9コーナー
に分かれている。 DATA: 清瀬市郷土博物館

　ホール左手の「民俗展示室」は、1.戦後、2.戦中、
3.大正時代、4.明治時代までの暮らしぶりが確認で
きる展示内容だ。清瀬市は、武蔵野の雑木林、柳瀬
川流域の水田と、台地上の畑などに象徴される純農
村地域として発展してきた。そのことが、農耕具や
当時の衣服、住居などの展示から把握できる。
　ちなみに、現在でも清瀬市は農地面積が市面積の
約2割を占めており、都内でもトップクラスを誇る。
特にニンジンは都内でも最大シェアとのこと。
　つづく右手の「歴史展示室」では、5.江戸時代、
6.鎌倉―安土桃山時代、7.奈良―平安時代、8.清瀬
を掘る（2014年の発掘調査から）、9.縄文時代―地

質時代までさかのぼって紹介されてい
る。各コーナーには一般の歴史事象と
清瀬の歴史事象を対比させた詳細な年
表が配置されているので、よりイメー
ジしやすい。
　旧石器時代の石器や石材、江戸時代
の陶磁器などから、いかに人々の暮ら
しが変化したかが分かる。皿などは、
保存状態がとてもよく、今でも使えそ
うなほど。デザイン的にもさほど古さ
を感じないことに驚いた。

　そのほか江戸時代の村人が、徒歩で伊勢を旅した
ときのルートや、最近の発掘調査成果なども紹介さ
れているので、時間が許す限りじっくり鑑賞したい。
　見どころはこれだけではない。別棟に続く廊下に
も、さまざまな農耕具が展示されており、清瀬を語
るうえで農業が欠かせないものであることが分かる。
刈り取った麦を「脱穀機」で脱穀し、「唐箕（とうみ）」
で殻を取り除き、「石臼」で粉ひきをするという手
順どおりに展示されているので、より作業風景をイ
メージしやすい。実際に触れて動かせるものもある
ので、体感してみるといいだろう。
　廊下を進んだ先にある「伝承スタジオ」では、囲
炉裏や土間のある農家風につくられた部屋で、清瀬
の人びとが今に至るまで受け継いできた知恵や暮ら
しを体験できるようになっている。ここでは季節に
応じ、餅つきやうどん作り講習会など各種イベント

が開催されている。夏には、子どもたちの宿泊体験
学習も行われるそうだ。夜は土間でつくったうどん
をみんなで食べ、板の間で布団を敷いて寝るという
体験は、とてもよい思い出になるはずだ。
　館内には軽食がいただける喫茶コーナーや、無料
で休憩できるソファも配置されているので、散歩が
てら立ち寄る近隣住民も少なくないとのこと。武蔵
野の草木を残した自然通路に囲まれた建物内はとて
も静か。都会の喧騒（けんそう）を忘れ、のんびり
できるだろう。
　市民はもちろん、他所から来た人も清瀬をより
深く知ることができる博物館となっているので、
ぜひ興味のある人は一度訪れてみよう。清瀬駅北
口より、徒歩で行く場合は、けやき通り沿いに有
名な24点の彫刻が展示されているので、そちらも
お見逃しなく。

小トラベル好奇心
いっぱい！

東京都清瀬市上清戸2-6-41
［TEL］ 042-493-8585

： 西武池袋線清瀬駅北口より徒歩約10分。または、北口バス乗り場1番より乗車、
「郷土博物館入口」下車徒歩約1分
： 9:00～17:00（ギャラリー、講座室は9:00～22:00）。
： 無料
： 毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）、12月29日～1月3日。

電車の場合

開館時間
入館料
休館日

立ち寄り観光名所

● 清瀬金山緑地公園
TEL： 042-497-2098（清瀬市役所公園課）
市内で最も大きな都市公園。約19,943平方メートルの敷地には、さまざまな樹木と野草によって武蔵
野の雑木林が再現されている。間をぬうように流れる小川ではホタルが飼育されているので、時期に
よっては幻想的な光景を見ることもできる。BBQエリアもあり、家族で楽しむのに最適なスポットだ。

● 清瀬ひまわりフェスティバル
TEL： 042-492-5111（清瀬市役所）
2008年から始まった「清瀬ひまわりフェスティバル」。広大な農地に約10万本のひまわりが花を咲かせ
る。期間中、会場内では近隣で採れた野菜や切り花、清瀬市の特産である人参をつかった人参焼酎や
人参ジャムなどの販売がある。入場料無料。2018年は8月中旬～9月上旬に開催予定。

緑に囲まれたシルバーグレーの「清瀬市郷土博物館」。1987年に東京建築賞最優秀賞を受賞した建物でもある

見学に疲れたらソファでひと休み。隣には喫茶コーナーもあるので小腹を満たすことも可能

（記事提供　電気新聞）

1

2

3 4

5

6

「民俗展示室」に再現された昭和初期の暮らし。ちゃぶ台、火鉢、ミ
シン、アイロン…などから昭和初期の農家の暮らしが垣間見える
江戸時代には貴重だった焼き物の食器。当時は小皿で配膳されて
いたようだ
野塩前原東遺跡から出土された縄文時代中期の土器。模様や形も
さまざまだ
地域に生きる人々の知恵が組み込まれた古農具。見て、触れて、当
時の作業をイメージしてみよう
「伝承スタジオ」に再現された農家風の部屋。各種講習会や教室な
どに使用されている

1

5 6

2 3 4

清瀬駅

け
や
き
通
り

西武池袋
線

柳瀬川

清瀬金山緑地公園

清瀬ひまわり
フェスティバル

清瀬市郷土
博物館

40
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─保安の記録─

第 回

電気事業法と各種手続き（8）

電気保安に関する法律についてあらためて確認されたい方などを対象に、
電気事業法と各種手続きについて解説するシリーズ。
第8回目は、事故の予防や再発防止などに欠かせない
保安の記録について、内容や保存方法などを解説します。

A 　事業用電気工作物の設置者は、電気事業法

に基づき「保安規程」を定めなければなりませ

ん。そして、保安規程に必要な事項を定めた電気事

業法施行規則第50条の中には「事業用電気工作物の

工事、維持又は運用に関する保安についての適正な

記録に関すること」が挙げられています。また、日

本電気技術規格委員会が承認した民間規格である

「自家用電気工作物保安管理規程」では、「設置者は、

電気主任技術者等が行う巡視、点検及び検査に関す

る保安の記録についてその内容を把握するとともに、

保存すること」と定めています。

　保安に関するさまざまな記録、情報は電気工作物

の予防保全だけでなく、万一の事故時の原因究明や

再発防止のために、欠かすことのできない基礎デー

タとなるので、しっかり記録、保存することが大切

です。

Q 1 電気保安に関する取り組みに
ついては、記録を残して
おかなければいけないのですか？

（記事提供　電気新聞）

60

　日本電気協会需要設備専門部会が制定し、日本電気技術規格委員会が承認した民
間規格です。電気事業法に規定されている事項を踏まえ、電気保安の確保のために
設置者、電気主任技術者、従事者、保安管理業務受託者などが守るべき事項を具体
的に示しています。内容は自主保安体制の確立、巡視・点検・検査、設備更新、作業安全、
保安の記録などにわたります。
　電気保安を確保するための法令としては電気事業法が大本にあり、それに基づい
て省令として各種技術基準が制定されています。自家用電気工作物などを扱う「電
気設備技術基準」は、達成すべき目標や性能を示す性能規定となっており、具体的
な資機材や施工方法などの規定は「電気設備技術基準の解釈」に示されています。
　自家用電気工作物保安管理規程などの民間規格は、技術基準・技術基準の解釈が
規定していない技術的細目や品質管理にかかわる事項などを定め、国の法制度と一
体になって運用されることで一層の安全性向上を図ることを目指しています。民間
規格には法令の難解・抽象的な表現をわかりやすく表現したり、最新の知見を迅速
に反映するといった役割もあります。また、民間規格の内容が技術基準の解釈など
に引用されることもあります。

自家用電気工作物保安管理規程

▶用語解説

　関東電気保安協会は外部委託承認の形でお客

さまの電気設備の保安管理業務を受託しており、

定められた期間中、保安記録の控えを整理・保

管しております。ご不明な点がございましたら

担当検査員かお近くの事業所にご相談ください。

A 　保安記録の種類には次のようなものがあり

ます。

　　①巡視記録

　　②点検記録

　　③電気事故記録

　　④補修工事記録

Q 2 保安の記録には
どのようなものがありますか？

A 　電気事故などが起きないよう、電気主任技

術者などは保安規程に基づき、電気工作物が

技術基準に適合している状態を維持しなければなり

ません。保安記録の内容もその目的に沿ったもので

ある必要があります。技術基準に適合していない場

合や不適合のおそれがある場合には、とるべき措置

とその措置をとらなかった場合に起きる可能性があ

る結果を記録し、設置者に報告しなければなりませ

ん。

Q 3 保安記録にはどのような
内容が求められますか？

A 　例えば定期点検の記録に必要な内容として

は、以下のものが挙げられます。

①点検区分：月次点検、年次点検の区別を明記

する。

②点検年月日：保安規程に基づく点検周期に適

合しているかどうかを示す。

③点検実施者：電気主任技術者などの有資格者

が含まれているかを示す。

④点検項目：どの設備について点検を行ったか

明確にする。

⑤点検及び試験内容：年次点検で行う保護継電

Q 4 具体的には
どのようなものになりますか？

器試験、絶縁抵抗測定などについて、測定値と、

その値が技術基準・技術基準の解釈に適合し

ているかを明記する。

⑥点検結果：技術基準・技術基準の解釈に適合

しない箇所があれば明記する。

⑦補修内容：補修した箇所があれば明記する。

　他の記録についても同様に、活動内容に加え、技

術基準・技術基準の解釈や保安規程への適合状況な

どを残しておきましょう。また、電気事故について

は管轄の産業保安監督部長への報告（第57回参照）

に加え、設置者自身も事故の状況や応動体制、再発

防止策などをまとめ、記録・保存しておく必要があ

ります。

A 　自家用電気工作物保安管理規程では、「定

期点検の記録及び電気事故の記録は3年間保

存すること」と定めています。ただし、年次点検の

うち周期が3年を超える点検については「3年を経

過した場合であっても次回の点検が行われるまでは、

保存しておくこと」としています。

　保存方法については、いつ、どのような巡視、点検、

検査が行われたかが把握できるよう、時系列的に保

Q 5 記録の保存期間や保存方法は
どうすればいいですか？

A 　特に外部委託先を変更する場合でも、継続

して点検記録が保存されるよう、設置者は十

分留意しなければなりません。保安管理に関する業

務が変更後の委託先に確実に引き継がれるようにし、

当該事業場の必要な保安記録を変更後の電気主任技

術者などに提供します。

　また、前任の電気主任技術者は設置者の求めに応

じ、変更後の電気主任技術者に保安管理業務の引き

継ぎを行うことが必要です。

Q 6 電気主任技術者や外部委託先が
変わるときはどうすれば
いいですか？

存しておくことが重要です。予防保全や事故の原因

究明などで電気設備の経年劣化を判断する際、デー

タ分析や検証を行ううえで重要な資料になります。

　　⑤運転日誌

　保安規程には、どの種類の記録をとるかや、各記

録の保存期間などを明記しておく必要があります。



館内中央に鎮座する土俵は迫力満点

両国江戸NOREN
営業所所長
高橋　一利さん
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N E W S C L I P ニュース
クリップ

安全帯、「フルハーネス型」義務化
高所作業の墜落防止で新ルール
／厚労省

東電F&P横浜火力内に
イチゴのテーマパークがオープン

　厚生労働省は、高所作業中の墜落事故を防ぐ安全

帯について、「フルハーネス型」の着用を義務付け

る労働安全衛生法に基づく新ルールを2019年2月か

ら適用することを決めました。2022年1月からは、

現行の腰に巻く「胴ベルト型」の着用・販売を全面

的に禁止します。

　厚労省の調査によると建設業における死亡災害、

死傷災害はともに減少傾向にありますが、依然とし

て建設業における死者数が他産業と比べて一番多い

状況は変わっていません。その中でも、事故の型別

では死亡・死傷災害ともに「墜落・転落」が最も多く、

対策が急務となっています。

　高所から落ちて安全帯で宙吊りになった際、胴ベ

ルト型は衝撃が集中しやすく、胸部へずり上がり圧

迫して死亡する事例などが報告されていました。一

方フルハーネス型は、もも、胴、肩で分散して衝撃

荷重を受けるタイプで、欧米諸国では広く普及して

います。新ルールでは、高さ6.75m以上の場所での

フルハーネス型安全帯着用を義務化。建設現場では

5m以上の場所での着用を求めています。

　厚労省によると、この建設現場に電気工事は含ま

れていないとのこと。ただ、日常的に安全帯が使用

されている電柱上での作業は、高さが5mを優に超

えます。昇柱時に途中でフルハーネスにつけ替える

ことも現実的ではなく「低い箇所からフルハーネス

を使うことを検討している」（厚労省）といいます。

　これを受け、電力各社は施工者の意見も聞きなが

ら検討を進めるとともに、電力間での意見交換も行

い、検討状況を電気工事会社に伝えています。意見

交換では「夏場に着用する空調服のファンがふさが

れないようなもの」「胸や背中部分にＤ環（命綱に

当たるロープとベルトの結束部）が来ないようなも

の、もしくはＤ環を（感電しやすい）金属製ではな

いものにしてほしい」などの意見が上がっています。

　電気事業連合会は「鉄塔

や電柱上など電力業界特有

の作業がある」ことから「国

の規格やJIS（日本工業規

格）の動向を確認しつつ、

安全性確保のためにどのよ

うな機能・構造が必要とな

るかを検討している」とし

ています。

　東京電力フュエル＆パワー（F&P）の横浜火力発電

所（横浜市）構内に、「東京ストロベリーパーク」が

オープンしました。首都圏で初となるイチゴ狩りを

一年中楽しめるハウス栽培施設「ストロベリー

ファーム」のほか、スイーツショップ「イチゴラボ」

やレストラン「パークサイドキッチン」などを設け

ています。

　東電 F&Pは既存の電気事業だけでなく、保有資産

を活用した新規事業に挑戦する方針を掲げており、

その第 1弾となります。東日本大震災後に公開を中

止し遊休地となっていた、同発電所のPR館と野球場

を活用しました。ハウス内の温度や湿度、明るさの

自動制御には、発電所運営で培った技術を生かして

います。

　イチゴ狩りは完全予約制で、予約はインターネッ

トで 1カ月前から受け付けています。料金は季節で

変動し、中学生以上は 1～6月が 2,000円、7～12月が

2,980円となっています。

　初年度は6万人の来場と2億円の売り上げを目標に

掲げており、安定した集客を確保するため、インバ

ウンド需要の獲得や旅行会社との提携に向けた検討

も進めているとのことです。発電所と地域が共生す

る新しい形を実現した施設として発展が期待されま

す。
（記事提供　電気新聞）

【-両国- 江戸NOREN】　東京都墨田区横網1-3-20　
[TEL]03-6658-8033　[URL] http://www.jrtk.jp/edonoren/

東京都墨田区横網

　墨田区は東京都の東部にあり、西
側は隅田川、東側は荒川および中川
といった河川に挟まれています。JR
両国駅を中心にしている横網は、隅
田川をはじめ豊かな水辺と緑に恵ま
れ、江戸からの歴史や文化が薫る町
です。

-両国- 江戸NOREN

　両国駅旧駅舎を改装し、2016年
11月25日に複合飲食施設「-両国- 江
戸NOREN」が開業しました。かつ
て江戸最大級の庶民の街であり、
江戸前の握り寿司が広まった原点
でもある両国で、この地ならでは
の文化・歴史を活かし「粋な江戸の
食文化を楽しむ」をコンセプトに
しています。活気や粋・遊び心があ
り、様々な食文化が成熟した江戸
をテーマに、和食の魅力を伝え、堪
能することができる情報発信基地

としての役割を担っています。食
だけではなく両国が持つ観光資源
を活かすため、観光案内所を設置
するなど、街中を歩き回ってもら
う拠点として地域の活性化に貢献
しています。

楽しみ方

　両国江戸NOREN営業所所長
の高橋一利さんに、-両国- 江戸
NORENの見どころなどをお伺いしま
した。
　ロケーションについてですが、JR
両国駅周辺を見渡すと、国技館はも
ちろん、江戸東京博物館、すみだ北
斎美術館、旧安田庭園、回向院、東京
水辺ライン（東京オリンピック開催に

向けて現在改修工事中）など魅力あ
る施設が目白押しです。そんな両国
をゆっくり観光したい場合は、大相
撲の国技館での本場所開催期間を
避けると良いとのことです。
　-両国- 江戸NORENに入ると最
初に目に飛び込んでくるのは、館内
中央に構えた原寸大の「土俵」です。
日本相撲協会監修のもと実際に呼
出さんに作っていただいたもので、土
などの材料も全て同じものを使用し
ているというこだわりようです。その
土俵の周りには、忠実に再現された
江戸の町屋空間が広がります。お食
事処は11店舗あり、有名な老舗店が
一堂に会していますので、いろいろな
場所に出向く手間が省け、ここ
-両国- 江戸NORENに揃っている
便利さも魅力的です。ぜひ一度、江
戸文化に浸りながら、和食を楽しむ
粋な体験をしてみませんか？

JR両国駅に隣接した「-両国- 江戸NOREN」

第

回
46 -両国- 江戸NOREN

東京都

開館時間：10:00～23:30　※店舗により営業時間が異なります
休　館　日：1月1日、2日　施設点検日（不定）
開館時間：JR総武線両国駅西口隣接、都営地下鉄大江戸線両国駅下車徒歩7分

【店舗一覧】
東京商店

月島もんじゃ もへじ

かぶきまぐろ
ちゃんこ霧島
両国橋茶房
つきぢ神楽寿司
根津　鶏はな
天ぷら食堂　ひさご
門前茶屋　成る口
日本ばし　やぶ久
築地食堂　源ちゃん
観光案内所
「両国観光案内所」

酒・角打ち
もんじゃ焼き・
お好み焼き
海鮮料理
ちゃんこ・季節料理
甘味処・茶
寿司
鶏・軍鶏
天ぷら
深川めし・純米酒
日本そば
海鮮総合和食・宴会

観光案内

よこあみ
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エ レ ち ゃ ん ６ コ マ 電 気 安 全

雨水浸入
　腐食が進むと、キュービクルの屋根や壁面に穴が開くことがあります。
　改修をしないままでいると、その穴から雨水が浸入することがあり、浸入してきた雨
水が高圧機器にかかると漏電・短絡が発生し、高圧機器の故障だけでなく地域一帯を
停電させてしまう波及事故につながる恐れがあります。
　波及事故を引き起こすと、同じ配電線を使用している約1,500軒が停電し、企業とし
て賠償責任を問われることがあります。
　大きな事故につながらないよう、破損箇所はすぐに改修を行いましょう。

1

2

3 6

5

4

安 全 エ レ ち ゃ ん の

日本と外国の
コンセントの違いと
注意点を教えてください

て決まっていることが多いです。

日本は50Hzと60Hzが並存して

いる珍しい国ですが、おかげで

日本の電気製品は両方の周波数

に対応していることがほとんど

です。海外の製品を日本で使用

する場合、どちらか一方にしか

対応していない可能性があるの

で注意が必要です。

　電圧は、日本は100V（一 部

200V）ですが、これは世界中で

最も低い部類に入ります。北米

は120V、ヨ ーロッパは220 ～

230Vで、インドなど240Vのとこ

ろもあります。適切でない電圧

で電気機器を使用することは、

故障や過熱などの原因になりま

す。電圧が異なる国の電気製品

を使うためには、変換プラグに

加えて変圧器（トランス）で電

圧を調整することが必要です。

変圧器の容量（ワット：W）は

使用する電気機器の消費電力よ

りも大きいものを選ぶことが大

切です。変圧器は変換プラグな

どに比べて大きくて重いのが難

点ですが、安全のためには欠か

すわけにはいきません。

　とはいえ、近年では幅広い電

圧に対応した製品も少なくあり

ません。例えば、お持ちの携帯

電話充電用の電源アダプターを

よく見ると、対応範囲として

「100－240V、50・60Hz」のよう

に書いてあるものがほとんどか

と思います。これであれば、世

界中ほぼどこでも変換プラグだ

けで使用することが可能です。

電気製品を海外へ持っていくと

きも、海外から日本へ持ち込む

ときも、対応する周波数・電圧

をしっかり確認しましょう。

　海外に出かけるとき、

携帯電話の充電などの

ため、行き先のコンセ

ントの形状に合わせた変換プラ

グを持っていくのはごく一般的

なことになっています。差し込

むプラグの形状は電極が板状の

ものと棒状のもの、2本のものと

3本のものなどさまざまな種類が

あり、同一国内で複数の種類が

存在する場合もあるので、事前

に調べておいたほうがいいでし

ょう。また、形だけ合わせれば

安心というわけではなく、そこ

に届いている電気の性質、即ち

周波数と電圧も国によって異な

ります。

　周波数は50Hzと60Hzに分か

れます。ヨーロッパは50Hz、北

米は60Hzで、他の国はどちらの

影響をより強く受けたかによっ

雨水浸入
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